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145社の
取組み紹介

葛南地区
従業員数
６４名

●復帰後は柔軟に勤務時間を設定
　スタッフ２名が育児休業を取得、その後、復帰。蓄
積されたスキルが引き続き活かせることが最大のメリッ
ト。介護休業制度の利用者も。
　育児休業取得後は、保育園などの送り迎えにも対応
できるよう短時間勤務やフレックスタイム制度を整備。

《その他の主な取り組み》
○	育児休業後は、休業前勤務条件・待遇で復帰
○	自習学習スペースを、学童保育的機能を持つスペー
スとして開放。教育を通じて未来を担う子どもの成
長を支援

船橋市
【教育・学習支援業：学習塾】

株式会社エルヴェ49

従業員数
２７０名

●両立支援の制度は就業規則に明記
　最近３年間で６名が育児休業を取得。全員元の職
場、または同様の職場に復帰し活躍。子どもの看護休
暇制度、産前産後休暇制度、３歳までの所定外労働
免除などを就業規則に明記。
　両立支援は企業として当然果たすべき社会的責任。
経験ある優秀な従業員の定着や人材確保の点からも必
要。育児休業中の業務への対応が課題。

《その他の主な取り組み》
○	朝夕30分ずつ取得可能な育児時間
○	大学生の現場見学の受け入れ
○	インターンシップ生の受け入れ

八千代市
【サービス業：臨床検査業務】

株式会社サンリツ50

従業員数
７３名

●その人にあった勤務時間を考慮
　出産後は、必要に応じて定時に帰宅できる部署に配
置換え。
　また、子育て中は、小学校に就学する前まで残業を
免除。こうした取組みで、出産による退職者や女性の
中途退職者がいなくなった。従業員を採用する時、子
どもがいたり、家族の介護・看護が必要であれば、そ
の人にあった勤務時間や定休日を考慮。

《その他の主な取組み》
○	学生のインターンシップ受け入れ

船橋市【製造業：金属缶用口金
キャップなど】

株式会社ヒロハマ51

従業員数
１１１１名

●船橋商工会議所子育て支援認定企業です

《主な取組み》
○	子育てに関する制度を整備・運用
○	第１子については、最長３歳までの育児休業制度
○	一般事業主行動計画を策定
○	ベビーシッター割引
○	育児費用補助制度

船橋市
【製造業：食糧品製造業】

株式会社フードサプライジャスコ53

従業員数
９４２名

●小さい子どもがいても安心して働ける配慮
　この業界は、人あっての商売なので、長く勤め、経
験のある人材を確保する上でも、結婚・出産で退職し
た元社員を再雇用する制度の活用は不可欠。折り込
み作業などに携わる従業員に小さい子どもがいる場合
は、安心して働けるよう事業所内で預かり。女性従業
員の定着率は上昇。

《その他の主な取組み》
○	営業所の一部を「ひろば」として地域に開放。子ど
もには、本の読み聞かせも

○	小学生の企業見学の受け入れ

市川市
【卸売・小売業：新聞販売店】

株式会社加藤新聞舗52



145社の
取組み紹介

あ
な
た
の
地
域
の
社
員
い
き
い
き
！
元
気
な
会
社

26 楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 2●

従業員数
６７名

●社員の求めに対応した子育て支援
　妊娠中の社員の求めに応じて、軽易な業務に配置換
えが可能。また、産後１年を経過しない場合、時間外
労働や休日労働を免除し、その後も子育てしやすい職
場環境を整備。

《その他の主な取組み》
○	事業所内託児施設の設置
○	口頭による勤務時間短縮の配慮

船橋市
【医療・福祉：歯科医院】

パール歯科医院58

従業員数
２８０名

●育児休業取得率100％
　育児休業は法ができたときから就業規則に明示。院
内保育室を設置し24時間対応。病児、病後児保育も
実施。23人の保育職員のかかる経費は持ち出しである
が、働く女性に配慮した体制は必要という認識。育休
中の欠員は、常時若干の人的余裕を持たせているので
その中で対応。

《その他の主な取組み》
○	育児・介護休業の規定整備
○	子の看護休暇規定整備
○	院内保育は24時間対応
○	中学生の職場体験受け入れ
○	コメデカル医療技術者の学生実習の受け入れ

八千代市
【医療・福祉：病院】

医療法人思誠会	勝田台病院59

従業員数
１１８名

●船橋商工会議所子育て支援認定企業です

《主な取組み》
○	事業所内託児施設の設置
○	子育てに関する制度の整備・運用
○	子が満３歳まで取得可能な時間短縮制度
○	子が就学前まで時間外労働させない制度
○	ベビーシッター割引

船橋市
【医療・福祉：病院】

医療法人社団成和会	山口病院54

従業員数
６６名

●船橋商工会議所子育て支援認定企業です

《主な取組み》
○	子育てに関する制度の整備・運用
○	最長３歳までの育児休業制度
○	小学校就学前まで取得可能な育児短時間勤務制度
○	小学校就学前の子を養育する社員に深夜業をさせ
ない制度

船橋市
【建設業：塗装工事業】

竹内塗装株式会社55

従業員数
２名

●船橋商工会議所子育て支援認定企業です

《主な取組み》
○	スタッフサポート制度運用整備（職場に子連れで勤
務）

○	子育て支援のための地域活動を実施

船橋市
【教育・学習支援業】

前田京子カウンセリング事務所56

従業員数
２５６名

●船橋商工会議所子育て支援認定企業です

《主な取組み》
○	子育て支援のための地域活動を実施
○	子育てに関する制度の整備・運用
○	一般事業主行動計画を策定
○	最長３歳までの育児休業制度
○	部分休業が可能な育児時間休業制度
○	職場復帰に役立つ企業情報を提供

船橋市
【その他：郵便局】

船橋郵便局57
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従業員数
２０５名

●子育て中は正社員でも夜勤を免除
　育児休業中の代替は契約社員で対応。復帰時は元
の職場に戻れるように配慮。また、勤務時間を希望で
設定するなど弾力的な勤務形態も可能。両立支援によ
り、経験を積んだ職員が職場に復帰し継続的に勤務
が可能。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育児休業後職場復帰しやすい配慮
○	職種によりパート等の選択も可能

八千代市
【福祉・医療：病院】

医療法人社団	信田病院60

従業員数
４８０名

●今後の課題は病時保育
　出産子育て期の女性が多いので、制度の利用によっ
て安心して働ける職場環境。制度は職員の声を反映。
今後は病児保育への対応を考慮。看護職員は人手不
足で、年中採用。再就職者には院内研修を実施。

《その他の主な取組み》
○	育児休業規定
○	育児短時間制度最長３歳まで
○	院内託児所設置。週３日間24時間対応
○	子の看護休暇
○	中学生の職場見学受け入れ
○	プレルームの設置、トイレにオムツ交換台設置

船橋市
【医療・福祉：病院】

医療法人沖縄徳洲会	千葉徳洲会病院61

従業員数
１８０名

●両立支援は当然のこと
　看護師の女性が中心の職場であり、人材確保・定着
の観点から両立支援の取組みは当然という意識。育休
後の職場復帰しやすい配慮として、公立、私立保育所
の保育料を勤務時間に応じ最高で半額を補助。

《その他の主な取組み》
○	育児休業規定
○	時間短縮ほか職場復帰しやすい配慮
○	半日単位で休暇が取得できる
○	子の看護休暇
○	高校・大学生のインターンシップ受け入れ

船橋市
【医療・福祉：病院】

医療法人成春会	北習志野花輪病院62

従業員数
２８名

●「家庭が大切」…サービス残業無しで
　育児休業の代替は置かず内部で分担。取得後は元
の職場に復帰。
　働き方においても、家庭が幸せであることを第一に
家庭の団欒を呼びかけ、サービス残業なし。

《その他の主な取組み》
○	育児休業規定
○	学校のキャリア教育へ協力

八千代市
【製造業：表面処理剤製造】

富士化学工業株式会社63
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合計特殊出生率とは、15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合わせ、
一人の女性が生涯何人の子どもを産むのかを推計したものです。
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従業員数
２５９名

●経験者の復帰は大きな戦力
　離職した元職員を再雇用。再雇用職員は慣らし期間
を経て徐々に本業務に移行。経験が重要であり、専門
職の女性が働き続けられるよう制度を充実。
　すでに育児休業制度を利用した従業員はもちろんだ
が、今後の見込みを含めると女性の約15％が制度利
用可能対象。残念ながら男性の実績はなし。

《その他の主な取り組み》
○	１日１時間で申請可能な短時間勤務制度
○	半日単位での休暇取得制度

船橋市
【医療・福祉：病院】

医療法人同和会	千葉病院66

従業員数
８８名

●労働基準法は下回らない制度
　女性社員は社内婚で結婚退職するケース多く、利用
しやすい制度は重要。両立支援に取り組むことによっ
て、社員のモチベーションが向上。また会社のPRにも。

《その他の主な取組み》
○	半日単位の有給休暇取得可能
○	配偶者の出産に２日間の休暇
○	育児休業制度、介護休業制度
○	就学前の子を養育する社員に看護休暇制度
○	満３歳までの子を養育する社員に時差勤務可能
○	就学前の子を養育する社員に時間外労働の制限
○	就学前の子を養育する社員に深夜勤務をさせない

市川市
【情報通信業：情報システム構築】

ケージー情報システム株式会社67

従業員数
３９名

●企業の社会的責任を考慮
　両立支援制度は平成11年の育児休業、介護休業法
の制定に伴って制度化。法を守るのも企業責任。今後
も企業の社会的責任を考慮。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育児短時間勤務
○	育児休業後職場復帰しやすい配慮

八千代市
【製造業：ゴムシート加工販売等】

昭和ゴム工業株式会社68

従業員数
１７８名

●社員のモチベーションが上がり会社のPRにも
　就業規則は社内のグループウェアで自由に閲覧可
能。妻の出産時の特別休暇取得、母性健康管理のた
めの休暇取得、育児休業制度等を規定。産前・産後
休暇、育児休業の取得実績あり。両立支援の規定を
設けたことで社員のモチベーションが向上。また、会
社のＰＲにも。

《その他の主な取組み》
○	半日単位の有給休暇
○	子の看護休暇
○	育休後の職場復帰は原則休業前の職場とする規定
○	子が３歳になるまで短時間勤務を選択できる制度

船橋市【卸売・小売業：住宅設備機
器の卸売等】

京葉住設株式会社69

従業員数
５２０名

●子育て中は始業・終業時間の設定が自由に
　短時間勤務は、正規の勤務時間のうち最低４時間
勤務することができれば、始業・終業時間を自由に決
定。満３歳まで可能。
　各種の両立支援制度の利用は大。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	配偶者の出産時に５日間の休暇
○	子の看護休暇を年間５日間
○	各種学校からのインターンシップ受け入れ

船橋市
【サービス業：人材派遣業】

テックソフトアンドサービス株式会社64

従業員数
４３名

●半日休暇取得は好評
　半日単位の有給休暇制度は両立支援を意識したもの
ではなかったが、従業員にとっては有給休暇の使い勝
手が良く好評。

《その他の主な取組み》
○	インターンシップの受け入れ
○	配偶者の出産に２日間の休暇
○	育児休業制度、介護休業制度

船橋市
【製造業：自動車部品製造】

株式会社パール技研65
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従業員数
３３名

●職員の確保や幼稚園のイメージアップに効果
　幼稚園教諭は全員が女性。育児休業は該当者全員
が取得。結婚・出産で退職した女性が復帰し、パー
トなどそれぞれの事情にあった働きやすい時間帯で勤
務。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育児休業後も復帰
○	中、高校生の職場体験受け入れ
○	大学生のインターンシップ受け入れ
○	幼稚園教諭の教育実習も受け入れ

八千代市
【教育、学習支援業】

エンゼルガーデン幼稚園70

従業員数
７１名

●有給休暇は入社後６か月を待たず付与
　就業規則を全面的に見直し、法にあわせたものを作
成。働きやすい環境であることを積極的に発信し、優
秀な人材の確保に結び付ける。有給休暇は基準法を
上回り、入社後すぐに付与。両立支援を進めることで
社員の雇用、士気、会社のイメージアップに繋がるこ
とを期待。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育児のための短時間勤務
○	結婚・出産で退職した女性の再雇用
○	半日単位での休暇

八千代市【製造業：プラスチック
パッケージ製造】

ポリマープラス株式会社71

従業員数
６名

●子どものいる社員は30分単位で有給休暇取得可
　従業員の両立支援には柔軟に対応。基本的に有給
休暇は半日単位での取得が可能。また、子どものいる
社員の場合は､30分単位で有給休暇を取ることができ、
例えば、学校行事に参加するため必要な時間休暇を取
り、その後仕事に戻ることも可。地域社会とのふれあ
いをとても大切に考えており、毎年、系列会社合同で「感
謝祭」を開催。

市川市
【建設業：工務店】

マイホームテクノ株式会社72

従業員数
５名

●勤務時間帯を柔軟に
　育児のための短時間勤務制度あり。子どもの学校行
事や下校時間に合わせた時間帯での勤務が可能。時
間外勤務ゼロを実施。育児休業中は、自宅でできる仕
事を委託。

《その他の主な取組み》
○	子連れの客用にキッズルームを設置

市川市【サービス業：ファイナン
シャルプランナー事務所】

有限会社信共73

従業員数
８８名

●子育て環境を整えることは企業責任
　介護サービス事業は労働集約型なので、両立支援
にきちんと対応しないと人が集まらない。子育て環境
を整えることも企業の責任として、施設開設時から規
定を整備。

《その他の主な取組み》
○	育児休業規定
○	介護休業規定
○	半日単位で休暇が取得できる
○	高校・大学からのインターンシップ受け入れ
○	介護労働安定センターからの実習生受け入れ
○	小学校の楽器演奏、紙芝居などのボランティア受
け入れ

市川市
【医療・福祉：施設運営】

医療法人寿光会介護老人保健施設	エスポワール市川74

従業員数
５５名

●働き続けることができるように
　子育て中の社員に短時間勤務の実施、始業・終業
時刻の繰上げ、繰下げを実施するなど、男性中心の職
場でも女性社員が自分に応じたスケジュールで働き続
けることができるように配慮。

《その他の主な取組み》
○	子育て中の社員の残業、転勤を免除している
○	変則勤務時短を満３歳まで認める
○	子の看護休暇を年間５日間
○	各種学校からのインターンシップ受け入れ

船橋市
【サービス業：警備等】

日本機動警備システム株式会社75
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従業員数
１３２名

●育児休業者の代替で人材育成も
　電機技術領域で女性従業員は、１割に満たない。
平成15年に１名が出産。女性が出産・育児期にも離職
せず働けるよう、育児休業制度を活用。育児休業中の
従業員の業務は、別の者が担当。そのことが人材育成
につながり、両者にとって良い結果をもたらすことに。

《その他の主な取り組み》
○	育児休業後、職場復帰しやすい環境を整備
○	中学生の職場体験の受け入れ

松戸市【製造業：電機電装品のメ
ンテナンス等】

共進電機株式会社77

東葛飾地区
従業員数
２６４名

●保育所設置で、働きやすい環境　に
　従業員の３分の１が女性。小さな子どもを抱えた従
業員が働きやすいこと、また募集しやすい環境を整備
しようと、平成11年、事務所の２階に保育所を設置。
地域に根ざした事業を展開するという理念の下、地域
の子どもたちにも対応。その後２箇所の保育所を増設
し、松戸市内23販売店で、３箇所の保育所を設置。

松戸市
【卸売・小売業：新聞販売店】

株式会社アイパル76

従業員数
２０名

●臨機応変の勤務で支えあう。
　スタッフの募集に当たって、育児休業制度など両立
支援の取組みをアピール。働きやすい職場として優秀
な人材を確保。

《その他の主な取組み》
○	現場のスタッフについては、６時間の勤務体制試
行中。

○	半日単位の休暇取得が可能
○	中学生の職場体験協力事業に登録

柏市
【医療・福祉：診療所】

新柏クリニック78

従業員数
６９名

●地域での取組みで新入社員の応募が増加
　育児休業中の職員には在宅でできるホームページの
作成などを委託。育休中も会社とのつながりがもてる
ことで本人にとっても、会社にとっても効果的。
　また、地域貢献など様々な取組みを行うことで新入
社員の応募が増加している。

《その他の主な取組み》
○	育児休業後の職員の再雇用
○	育児休業中の在宅ワークの委託
○	半日単位の休暇取得が可能
○	キッズルームの設置
○	インターンシップの受け入れ

松戸市
【建設業：不動産売買仲介等】

太陽ハウス株式会社79

従業員数
２４名

●子育ても企業の役割
　育児休業は、法改正により制度化。取得に関して周
囲の職員は好意的で、休暇を取りやすい雰囲気に。
　少子化が進む中で、子育ても企業の役割。託児所
の設置なども今後は考慮。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	半日単位の休暇取得が可能
○	中学生の職場体験協力事業に登録、協力
○	インターンシップの受け入れ
○	地域の祭り等に積極的に参加

野田市
【建設業：不動産売買仲介等】

山本建設工業株式会社80
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従業員数
３４名

●子どもの病気等の不安を抱え込まないように
　「充実した仕事を行うためには家庭が大事」という考
えの基で、子育て中の社員には子の看護休暇の取得や、
午前中の勤務などを積極的に呼びかけ。

《その他の主な取組み》
○	子の看護休暇
○	子育て中の社員に短時間勤務、始業・終業時刻の
繰上げ・繰下げ

○	小学生の工場見学受け入れ

鎌ヶ谷市【卸売・小売業：キャラ
クター菓子製造販売】

ニッポー株式会社81

従業員数
２５名

●女性社員の増員に合わせて制度を充実
　女性社員を増やしたとき、女性が働きやすいよう半
日単位の休暇が取得可能な制度を導入。

《主な取組み》
○	半日単位の休暇取得が可能

鎌ヶ谷市【製造業：生コンクリート
の製造販売等】

小林建材株式会社82

従業員数
３５名

●５日間の連続休暇を活用
　勤務歴１年以上の社員には５日間の連続休暇取得可
能なシステムを整備。こうした休暇を利用した子ども
の看護や幼稚園、学校行事等に参加しやすい環境づ
くりが進む。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	子の看護休暇
○	子育て中の社員の残業、転勤を免除
○	地域での夏祭りなどを開催

鎌ヶ谷市
【卸売・小売業：リフォーム事業等】

株式会社ヤマシナ商事83

従業員数
１５名

●制度を利用しやすい環境づくりが課題
　制度は整備されているが、結婚退職者が多く、あま
り利用されていない現状。取得促進のために制度の周
知を行い、休暇もとりやすい環境に配慮。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	子の看護休暇
○	育児短時間勤務制度
○	育休後復帰しやすいよう配慮
○	インターンシップの受け入れ
○	トライアル雇用実施

柏市
【教育・学習支援業】

学校法人草土学園	柏みどり幼稚園84

従業員数
２００名

●We are a family
　子育て中の社員に対する取組みは “We are a 
family”。女性の副院長を設け、女性が働きやすい制
度や環境づくりを推進。

《その他の主な取組み》
○	院内保育所設置
○	育児休業制度
○	子の看護休暇
○	時間外労働・深夜業の制限あり
○	勤務時間の短縮措置
○	中学生の職場体験受け入れ

鎌ヶ谷市
【医療・福祉：病院】

医療法人梨香会	秋元病院85 

従業員数
１９７名

●休暇、休業の取得は“お互いさま”
　従業員の家庭も大事にすることが両立支援の取組み
の出発点。人材確保、就業継続の面からも働きやすい
職場環境に配慮。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	半日単位の有給休暇取得が可能
○	子の看護休暇
○	子育て中の社員の残業、転勤を免除
○	育休後復帰しやすいよう配慮
○	学校へのキャリア教育へ協力
○	中学生の職場見学受け入れ

松戸市
【医療・福祉：介護保険事業】

生活介護サービス株式会社86
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従業員数
２２名

●残業減に、みんなで声かけ
　半日単位で取得できる有給休暇制度。終業時間にな
ると、お互いに声を掛け合い、所定外労働時間の削減
に努力。子どもの成長に伴って扶養手当をアップする
賃金体系なども工夫。
　地域とのつながりを大切に考え、毎年、系列会社合
同で「感謝祭」を開催。

《その他の主な取り組み》
○	中学生のインターンシップ受け入れ

松戸市
【卸売・小売業：総合住宅資材販売】

株式会社大功87

従業員数
１５００名

●店長、グループ長の９割は女性
　縫製関係は海外に移り、国内は衰退気味で、従業
員の採用に苦慮。技術、経験が必要なため、長く働い
てもらうために両立の支援制度は有効。今後は介護の
ための支援も実施。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育休後職場復帰しやすい職場環境を配慮
○	結婚、出産で退職した社員の再雇用
○	女性の管理職を積極的に登用
○	小、中学生の職場見学受け入れ

柏市
【サービス業：衣類リフォーム等】

株式会社ツヅキ88

●多様な働き方と安心して働くための制度が充実
　日本エフピー総合企画による、医療機関、健診セン
ター、介護老人保健施設、居宅介護支援事業所、訪
問看護ステーション等の管理運営を行っている。女性
中心の職場であり、人材確保のために両立支援や働き
方の工夫が当然のことと求められている中で、法に準
じたいろいろな取り組みが行われている。

《主な取組み》
○	育児休業を取得しやすい環境に配慮
○	１年を超える育児休業期間
○	育児休業取得後の復帰は希望を考慮
○	時間単位の休暇が取得できる
○	子どもの看護休暇がある
○	短時間勤務等可能、転勤の免除
○	父親休暇制度
○再雇用制度

柏健診クリニック
北柏リハビリ総合病院
北柏ナーシングケアセンター
北柏訪問看護ステーション
北柏居宅介護支援事業所
梅郷ナーシングセンター
梅郷整形外科クリニック
西浦眼科
まちや外科・内科

日本エフピー総合企画
医療法人社団	天宣会

89

柏市
【医療・福祉】

１０機関
　　施設

従業員数
１１０名

●社員同士が協力的。
　両立支援制度取得にあたって社員同士が助け合い
協力的。事業所内託児所は以前設置していたが子ども
が少なく廃止した。

《主な取組み》
○	半日単位の有給休暇
○	育児介護休業規定あり
○	休暇が取りやすいように社員全員が心がけている

柏市【卸売・小売業：夕食材料の
宅配販売】

株式会社ヨシケイ松戸90


